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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宅内に設けられた端末機器がネットワーク接続され、これら個々の端末機器を遠隔制御
する親機を有した遠隔制御システムにおいて、
　前記親機は、インターネットを経由して宅外にある外部サーバに接続され、前記外部サ
ーバに対して携帯電話からアクセス可能とされ、
　前記携帯電話は、その電話機能により前記外部サーバに対して操作信号を送信可能であ
ると共に、前記端末機器に対して赤外線信号を送信可能に構成され、
　前記外部サーバは、ユーザが前記携帯電話を操作して送信する操作信号を基に、当該操
作信号に対応して予め設定されている宅内の端末機器の制御動作内容を含む制御信号に変
換処理すると共に、この制御信号を前記親機に送信し、
　前記端末機器は、ユーザが前記携帯電話を操作して送信する赤外線信号に応じて端末機
器自身のＩＤを含む信号を親機に送信し、
　前記親機は、前記端末機器が親機に送信する前記ＩＤを含む信号に基づいて前記携帯電
話の現在ある部屋を識別し、親機内に予め設定されている各端末機器の設置位置の情報に
基づいて前記外部サーバより受信した制御信号を、前記携帯電話が現在ある部屋の端末機
器に向けて送信し、
　同一部屋内に複数の端末機器が設置されていて、ユーザが、同一部屋内の端末機器を区
別するための情報を操作信号として入力した場合には、前記親機は、入力された操作信号
に基づいて制御信号を送信すべき端末機器を判別し、判別した端末機器に向けて制御信号
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を送信し、
　当該端末機器を個別に制御することを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項２】
　宅内に設けられた端末機器がネットワーク接続され、これら個々の端末機器を遠隔制御
する親機を有した遠隔制御システムにおいて、
　前記親機は、インターネットを経由して宅外にある外部サーバに接続され、前記外部サ
ーバに対して携帯電話からアクセス可能とされ、
　前記携帯電話は、その電話機能により前記外部サーバに対して操作信号を送信可能に構
成され、
　前記外部サーバは、ユーザが前記携帯電話を操作して送信する操作信号を基に、当該操
作信号に対応して予め設定されている宅内の端末機器の制御動作内容を含む制御信号に変
換処理すると共に、この制御信号を前記親機に送信し、
　前記携帯電話は、ＧＰＳ衛星から携帯電話自身の位置情報を取得して、取得した位置情
報を前記親機に送信し、
　前記親機は、前記携帯電話から送信される位置情報に基づいて携帯電話の現在ある部屋
を識別し、親機内に予め設定されている各端末機器の設置位置の情報に基づいて、前記外
部サーバから受信した制御信号を、前記携帯電話が現在ある部屋の端末機器に向けて送信
し、
　同一部屋内に複数の端末機器が設置されていて、ユーザが、同一部屋内の端末機器を区
別するための情報を操作信号として入力した場合には、前記親機は、入力された操作信号
に基づいて制御信号を送信すべき端末機器を判別し、判別した端末機器に向けて制御信号
を送信し、
　当該端末機器を制御することを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項３】
　前記外部サーバは、前記携帯電話から時刻情報を含む操作信号を受信したとき、操作対
象となる端末機器が前記時刻情報の時刻において動作が完了するように前記親機へ制御信
号を送信することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遠隔制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔制御システムに関し、詳しくはネットワーク接続された宅内の端末機器
が親機を介して遠隔制御される遠隔制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　宅内の複数の端末機器（照明器具、エアコン、冷蔵庫等）が親機にネットワーク接続さ
れ、親機から送信される制御信号によってそれぞれ所定の動作が実行されるホームネット
ワークシステムが知られている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。これらのホ
ームネットワークシステムでは、親機と宅外の端末機とがインターネット等の通信網を経
由して接続されて、宅外にいるユーザが端末機から操作内容を入力することにより遠隔地
から宅内の種々の端末機器を操作できるように構成されている。
【特許文献１】特開２００２－１８６０５８号公報
【特許文献２】特開２００３－１８９３７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の遠隔制御システムについて、図９を参照して説明する。この遠隔制御システム１
０１では、宅内の各部屋及び要所に設置された照明器具１０２、エアコン１０３、インタ
ーホン１０４、防犯カメラ１０５、防犯センサ１０６等の各種端末機器が１つの親機１０
７にネットワーク接続され、親機１０７からの制御信号によって種々の動作を行うように
制御される。親機１０７は、インターネット１０８を経由して宅外の携帯端末機１０９か
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らアクセス可能に構成されている。また、各端末機器１０２、１０３、１０４、１０５、
１０６は、それぞれに付属のリモコン１０２ａや本体スイッチによって操作可能である。
【０００４】
　具体的には、宅外の携帯端末機１０９からユーザにより入力された操作信号がインター
ネット１０８を経由して親機１０７に受信され、受信された操作信号は、親機１０７によ
って当該操作信号に該当する制御動作を実行する制御信号に変換処理された後所定の端末
機器へ送信され、その制御信号を受信した端末機器が所定の動作を実行するように構成さ
れている。
【０００５】
　上記のシステムにおいて携帯端末機１０９が携帯電話によって構成される場合には、汎
用の携帯電話を用いて宅外、宅内を問わずどこからでも遠隔制御が可能になることから、
ユーザにとって便利であるが、反面次に示す種々の不具合がある。
【０００６】
　すなわち、上記システムにおける親機１０７は、インターネット１０８を経由して受信
する操作信号を、各端末機器が所定の制御動作を実行しうる制御信号に変換処理するため
に複雑で大掛かりな装置となり、そのような大掛かりな親機１０７を個人の宅内に設置す
ることは、その分だけ宅内のスペースが狭くなるとか、経済的負担が大きくなるという問
題がある。
【０００７】
　また、ユーザが宅外において携帯電話１０９を用いて操作信号を入力する場合、所望す
る動作（例えば、照明器具１０２の点灯）の操作信号の他に操作対象とする端末機器（例
えば、寝室の照明器具１０２）を特定するための機器番号等の入力を行わなければならず
面倒である上に、携帯電話１０９の限られた個数のキーによって上記入力を行わなければ
ならないので、入力のためのキー押し操作が複雑になり入力誤りが生じやすいという問題
があった。また、ユーザにとってどの部屋の端末機器を操作しているのかが把握し難く、
誤った端末機器を操作対象として入力してしまう虞があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、宅内に設けられた端末機器がネットワーク接続され、これら個々の
端末機器を遠隔制御する親機を有した遠隔制御システムにおいて、宅内に設置する親機が
複雑で大掛かりとなることがなく、親機によって占有される宅内のスペースが少なくて済
み、親機を設置するための経済的負担も少ない遠隔制御システムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、宅内に設けられた端末機器がネットワー
ク接続され、これら個々の端末機器を遠隔制御する親機を有した遠隔制御システムにおい
て、前記親機は、インターネットを経由して宅外にある外部サーバに接続され、前記外部
サーバに対して携帯電話からアクセス可能とされ、前記携帯電話は、その電話機能により
前記外部サーバに対して操作信号を送信可能であると共に、前記端末機器に対して赤外線
信号を送信可能に構成され、前記外部サーバは、ユーザが前記携帯電話を操作して送信す
る操作信号を基に、当該操作信号に対応して予め設定されている宅内の端末機器の制御動
作内容を含む制御信号に変換処理すると共に、この制御信号を前記親機に送信し、前記端
末機器は、ユーザが前記携帯電話を操作して送信する赤外線信号に応じて端末機器自身の
ＩＤを含む信号を親機に送信し、前記親機は、前記端末機器が親機に送信する前記ＩＤを
含む信号に基づいて前記携帯電話の現在ある部屋を識別し、親機内に予め設定されている
各端末機器の設置位置の情報に基づいて前記外部サーバより受信した制御信号を、前記携
帯電話が現在ある部屋の端末機器に向けて送信し、同一部屋内に複数の端末機器が設置さ
れていて、ユーザが、同一部屋内の端末機器を区別するための情報を操作信号として入力
した場合には、前記親機は、入力された操作信号に基づいて制御信号を送信すべき端末機
器を判別し、判別した端末機器に向けて制御信号を送信し、当該端末機器を個別に制御す
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ることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、宅内に設けられた端末機器がネットワーク接続され、これら個々の
端末機器を遠隔制御する親機を有した遠隔制御システムにおいて、前記親機は、インター
ネットを経由して宅外にある外部サーバに接続され、前記外部サーバに対して携帯電話か
らアクセス可能とされ、前記携帯電話は、その電話機能により前記外部サーバに対して操
作信号を送信可能に構成され、前記外部サーバは、ユーザが前記携帯電話を操作して送信
する操作信号を基に、当該操作信号に対応して予め設定されている宅内の端末機器の制御
動作内容を含む制御信号に変換処理すると共に、この制御信号を前記親機に送信し、前記
携帯電話は、ＧＰＳ衛星から携帯電話自身の位置情報を取得して、取得した位置情報を前
記親機に送信し、前記親機は、前記携帯電話から送信される位置情報に基づいて携帯電話
の現在ある部屋を識別し、親機内に予め設定されている各端末機器の設置位置の情報に基
づいて、前記外部サーバから受信した制御信号を、前記携帯電話が現在ある部屋の端末機
器に向けて送信し、同一部屋内に複数の端末機器が設置されていて、ユーザが、同一部屋
内の端末機器を区別するための情報を操作信号として入力した場合には、前記親機は、入
力された操作信号に基づいて制御信号を送信すべき端末機器を判別し、判別した端末機器
に向けて制御信号を送信し、当該端末機器を制御することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２の発明において、前記外部サーバは、前記携
帯電話から時刻情報を含む操作信号を受信したとき、操作対象となる端末機器が前記時刻
情報の時刻において動作が完了するように前記親機へ制御信号を送信することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、親機に接続される外部サーバが、携帯電話から送信される操
作信号を基に、当該信号に対応して予め設定されている宅内の端末機器の制御動作内容を
含む制御信号に変換処理するので、宅内に設置する親機が複雑で大掛かりとなることがな
く、親機によって占有される宅内のスペースが少なくて済み、かつ親機を設置するための
経済的負担が少ない。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、上記効果に加えて、親機は、携帯電話の現在位置を識別可能
であり、外部サーバから受信した制御信号を、前記携帯電話が現在ある位置の近傍の端末
機器に向けて送信するので、ユーザが入力する操作信号を簡略化することができてユーザ
にとって使い勝手が良く便利である上に、誤った端末機器を操作してしまうといったトラ
ブルが防止できる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、さらには、外部サーバは、ユーザが時刻情報を含む操作信号
を入力するときに、端末機器が当該時刻情報の時刻において動作が完了するように制御信
号を送信するので、ユーザの帰宅時等において、所望の端末機器が動作を完了しており、
ユーザにとって無駄な待ち時間等が生じず便利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る遠隔制御システムについて、図１を参照して説明
する。本実施形態の遠隔制御システム１は、宅内の部屋に設置された照明器具２、エアコ
ン３、防犯センサ４、パソコン５、及び玄関等に設置されたインターホン６、照明器具（
防犯灯）７、カメラ８等の各種端末機器が、無線電波によって１つの親機９にネットワー
ク接続され、親機９と各種端末機器の間で相互に信号の授受が行われる。
【００１６】
　端末機器の一例としての照明器具２の構成について、図２を参照して説明する。照明器
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具２は、蛍光管、ランプ等の光源１１と、電源に接続されて光源１１を点灯させる点灯装
置１２と、点灯装置１２に接続され光源１１の点灯・消灯や明るさ等を制御する制御部１
３を備えている。制御部１３は、親機９から送信される電波を受信する受信機１４と、該
受信機１４で受信した電波に含まれる制御信号を抽出し点灯装置１２に送出する制御回路
１５を備えている。照明器具２は、上記の通りに構成されて、制御部１３が親機９からの
制御信号を受信すると、その制御信号に対応する制御動作（例えば、点灯、消灯、明るさ
の増減等）を実行する。
【００１７】
　親機９はインターネット１６を経由して宅外にある外部サーバ１７に接続され、外部サ
ーバ１７に対して携帯電話１８からアクセス可能に構成されている。外部サーバ１７は、
携帯電話１８から送信される操作信号を基に、当該信号に対応して予め設定されている各
種端末機器の制御動作内容を含む制御信号に変換処理すると共に、この制御信号を親機９
に対して送信する。携帯電話１８からの操作信号を制御信号に変換する変換処理は、外部
サーバ１７の記憶装置に記憶された所定のプログラム及び対照テーブル等に基づいて行わ
れる。
【００１８】
　具体的には、ユーザにより入力され携帯電話１８から外部サーバ１７に送信される操作
信号が、例えば、２階の寝室の照明器具２を点灯させる内容である場合、外部サーバ１７
は、次の構成の制御信号を親機に対して送信する。つまり、外部サーバ１７から親機９に
対して送信される制御信号１９は、図３に示されるように、アドレス情報が書込まれたヘ
ッダ部１９ａと、制御内容が書込まれたデータ部１９ｂとから構成され、上記の場合、ヘ
ッダ部１９ａに「２階の寝室の照明器具」を示す情報（端末機器番号等）が書込まれ、デ
ータ部１９ｂに「点灯」を指示する情報が書込まれた制御信号１９が親機９に対して送信
される。
【００１９】
　なお、制御部１３内に電波の送信機を備え、該送信機によって受信確認信号や、後述す
る端末機器ごとに異なる機器番号等の識別情報等を親機９に送信するように構成してもよ
い。また、照明器具２以外の端末機器も、それぞれ照明器具２内の制御部１３と同様の制
御部を備え、親機９との間で無線の送受信が可能に構成されている。さらに、親機９と各
種端末機器のネットワーク接続は、無線によらず有線で構成されてもよい。
【００２０】
　親機９は、図４に示されるように、各端末機器との間で電波を送受信する送受信機９ａ
とマイクロコンピュータ９ｂとインターフェース９ｃを備え、マイクロコンピュータ９ｂ
によって外部サーバ１７から送信される制御信号１９の内容が読取られて、該制御信号１
９において指示されている制御動作を実行させる信号を所定の端末機器へ送信する。
【００２１】
　上記実施形態のシステム１において、例えば、２階の寝室の照明器具２を点灯させる内
容の制御信号が、外部サーバ１７から親機９に送信された場合には、親機９のマイクロコ
ンピュータ９ｂは、ヘッダ部１９ａに書込まれた「２階の寝室の照明器具」を制御対象の
端末機器として認識し、データ部に書込まれた「点灯」を制御内容として認識して、２階
の寝室の照明器具２に向けて点灯を指示する制御信号を発信する。
【００２２】
　ユーザは、携帯電話１８を用いて宅外の遠隔地から外部サーバ１７にアクセスしてもよ
いし、宅内に居る状態で携帯電話１８を用いて外部サーバ１７にアクセスしてもよい。例
えば、ユーザが、帰宅する直前に宅外から携帯電話１８を用いてエアコン３の運転開始の
操作信号を外部サーバ１７へ送信すれば、その操作信号が外部サーバ１７によって所定の
制御信号に変換処理されて親機９に送信され、親機９は、その制御信号に基づいてエアコ
ン３に対して運転開始指示信号を発信するので、エアコン３は運転を開始する。従って、
ユーザは、帰宅したときには、エアコン３によって快適な状態に空調された状態の自宅に
入ることができる。
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【００２３】
　また、親機９は、外部サーバ１７によって変換処理された制御信号を読取って制御対象
となる端末機器へ制御信号を送信するだけの構成でよいので、簡単な構造でコンパクトに
製作され、占有される宅内のスペースが少なくて済み、かつ親機９を設置するための経済
的負担も少ない。
【００２４】
（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態に係る遠隔制御システムについて、図５を参照して説明
する。本実施形態の遠隔制御システムは、第１の実施形態とほぼ同様の構成であり、宅内
の各種端末機器が、無線によって１つの親機９にネットワーク接続され、親機９と各種端
末機器２、３、４、５、６、７、８の間で相互に信号の授受が行われる。
【００２５】
　親機９はインターネット１６を経由して宅外にある外部サーバ１７に接続され、外部サ
ーバ１７に対して携帯電話１８からアクセス可能に構成されている。外部サーバ１７は、
携帯電話１８から送信される操作信号を基に、当該信号に対応して予め設定されている各
種端末機器の制御動作内容を含む制御信号に変換処理すると共に、この制御信号を親機９
に対して送信する。
【００２６】
　そして、本実施形態では、第１の実施形態と異なり、各端末機器にそれぞれ赤外線の受
光装置２ａ（寝室の照明器具２についてのみ示す）が備えられ、携帯電話１８に赤外線の
発光装置１８ａが備えられる。各端末機器の赤外線受光装置２ａは、各端末機器自体の操
作用リモコンから発せられる赤外線の受光装置で兼用されてもよい。
【００２７】
　また、各端末機器は、受光装置２ａが携帯電話１８からの赤外線を受光すると、それぞ
れ親機９とのネットワーク接続を介して親機９に対して無線信号（携帯電話の現在位置信
号）を送信するように構成される。親機９は、その無線信号を受信することによって、携
帯電話１８の現在位置（ユーザが現在居る部屋）を認識するように構成される。
【００２８】
　本実施形態のシステム１において、例えば、図５に示されるように、ユーザが携帯電話
１８を持って寝室に居る状態で、照明器具２を点灯させる場合には、ユーザは、次のよう
に操作して寝室の照明器具２を点灯することができる。
【００２９】
　ユーザは、外部サーバ１７にアクセスする前に、まず携帯電話１８を用いて照明器具２
に向けて赤外線を発信する。この赤外線を受光した照明器具２は、親機９に対して無線信
号（携帯電話の現在位置信号）を送信する。この無線信号には照明器具２自身のＩＤ（識
別情報）が含まれ、該無線信号を受信した親機９は、携帯電話１８の現在位置を識別する
。
【００３０】
　次に、ユーザは、携帯電話１８を用いて外部サーバ１７にアクセスして照明器具２を点
灯させる操作信号を入力する。この操作信号が外部サーバ１７によって所定の制御信号に
変換処理され親機９へと送信される。このとき、ユーザは、操作対象の端末機器を指定す
る情報を入力する必要がなく、操作内容である「点灯」を指示する情報を入力するだけで
よい。
【００３１】
　また、このときに外部サーバ１７から親機９に送信される制御信号は、図３に示される
信号と同様の構成の信号であり、ヘッダ部１９ａに書込まれるアドレス情報がデフォルト
値のまま送信される。
【００３２】
　制御信号を受信した親機９は、既に携帯電話１８の現在位置を識別しており、予め各端
末機器の設置位置の情報をマイクロコンピュータ９ｂ内に備えているので、携帯電話１８
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の現在位置の近傍にある寝室の照明器具２に向けて点灯を指示する制御信号を発信する。
そして、この制御信号を受信した寝室の照明器具２が点灯する。
【００３３】
　なお、照明器具２のように一般的に１つの部屋に複数の照明器具が設置されている場合
には、親機９が識別した携帯電話１８の現在位置に基づいて、その現在位置の近傍の（ユ
ーザが居る部屋内の）照明器具２に対して制御信号を発信し、複数の照明器具を同時に点
灯又は消灯させても問題ないが、例えば、図５に示された２階の中央の部屋のように、１
つの部屋内に照明器具２とエアコン３が設置されている場合であって、いずれかの機器を
操作する必要がある場合には、ユーザは携帯電話１８を用いて操作信号を入力するときに
、同一部屋内にある端末機器を区別するための情報を入力する。
【００３４】
　この場合においても、ユーザが入力すべき端末機器を区別するための情報は、同一の部
屋内（携帯電話１８の現在位置の近傍）における少数の端末機器を区別できる情報であれ
ばよいので、従来の遠隔制御システムにおける、宅内の全ての端末機器を区別するための
情報とは異なり簡略なものでよい。
【００３５】
　また、図６に示されるように、各端末機器に付設される赤外線の受光装置に代えて、携
帯電話１８からの電波を受信可能であり、電波を受信した後に親機９に向けて、携帯電話
１８からの電波を受信した旨の情報を電波送信する電波送受信装置２１を、各部屋及び要
所に設置するようにしてもよい。
【００３６】
　この場合には、ユーザは、外部サーバ１７にアクセスする前に、まず携帯電話１８を用
いて電波送受信装置２１に対して位置特定のための電波を発信する。この電波を受信した
電波送受信装置２１は、親機９に対して無線信号（携帯電話１８の現在位置信号）を送信
する。この無線信号には無線送受信装置２１自身のＩＤ（識別情報）が含まれ、該無線信
号を受信した親機９は、無線送受信装置２１のＩＤ（識別情報）から携帯電話１８の現在
位置（ユーザが居る部屋）を識別する。従って、その後に外部サーバ１７から親機９に入
力される制御信号は、親機９によって携帯電話１８の現在位置の近傍（ユーザの居る部屋
）の端末機器へと送信される。
【００３７】
　さらに、別の変形例として携帯電話にＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星から位置情報を取得する機能を備え、電波送受信装置２１を省略す
ることができる。
【００３８】
　具体的には、図７に示されるように、ユーザが携帯電話１８を使用するときに、携帯電
話１８は、ＧＰＳ衛星２２から携帯電話１８自身の位置情報を取得し、取得した位置情報
を親機９に送信する。この位置情報を受信した親機９は、携帯電話１８の現在位置を識別
する。従って、その後に外部サーバ１７から親機９に入力される制御信号は、親機９によ
って携帯電話１８の現在位置近傍の端末機器へと送信される。
【００３９】
　なお、図５及び図６に示される遠隔制御システム１において、携帯電話１８から発信さ
れる赤外線を受光した端末機器が親機９に対して無線を発信して、自端末機器のＩＤ（識
別情報）を送信する工程、及び携帯電話１８から発信される無線を受信した電波送受信装
置２１が親機９に対して無線を発信して、自電波送受信装置２１のＩＤ（識別情報）を送
信する工程は、いずれも次のように携帯電話１８を経由する工程に変形することが可能で
ある。
【００４０】
　すなわち、図５に示される遠隔制御システム１の場合、例えば、携帯電話１８から発信
される赤外線を受光した照明器具２は、親機９に対して無線送信するのではなく、携帯電
話１８に対して自照明器具２のＩＤ（識別情報）を含んだ赤外線信号を返信し、その信号
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を受信した携帯電話１８が親機９に対して無線によって照明器具２のＩＤ（識別情報）を
含んだ信号を送信する。この場合、各端末機器には赤外線の発光装置が備えられ、携帯電
話１８には赤外線の受光装置が備えられる。
【００４１】
　また、図６に示される遠隔制御システム１の場合、携帯電話１８から発信される電波を
受信した電波送受信装置２１は、親機９に対して無線送信するのではなく、携帯電話１８
に対して自電波送受信装置２１のＩＤ（識別情報）を含んだ信号を返信し、その信号を受
信した携帯電話１８が親機９に対して無線によって電波送受信装置２１のＩＤ（識別情報
）を含んだ信号を送信する。
【００４２】
　以上のように、本実施形態の遠隔制御システム１では、親機９が携帯電話１８の現在位
置を識別可能であるので、ユーザは携帯電話１８を用いて入力する操作信号に含まれる操
作対象とする端末機器の情報を省略することができ、ユーザにとって使い勝手が良く便利
である上に、誤った端末機器（別の部屋の端末機器等）を操作してしまうといったトラブ
ルが防止できる。
【００４３】
（第３の実施形態）
　以下、本発明の第３の実施形態に係る遠隔制御システム１について、図８を参照して説
明する。本実施形態の遠隔制御システムは、第１の実施形態とほぼ同様の構成であり、宅
内の各種端末機器２、３、４、５、６、７、８が、無線によって１つの親機９にネットワ
ーク接続され、親機９と各種端末機器の間で相互に信号の授受が行われる。
【００４４】
　親機９はインターネットを経由して宅外にある外部サーバ１７に接続され、外部サーバ
１７に対して携帯電話１８からアクセス可能に構成されている。外部サーバ１７は、携帯
電話１８から送信される操作信号を基に、当該信号に対応して予め設定されている各種端
末機器の制御動作内容を含む制御信号に変換処理すると共に、この制御信号を親機９に対
して送信する。
【００４５】
　そして、本実施形態では、携帯電話１８から外部サーバ１７に送信する操作信号に時刻
情報を含めることが可能に構成されると共に、外部サーバ１７には、当該時刻情報に基づ
いて親機９に対して、端末機器を適宜の時刻に制御させる制御信号を送信する機能が追加
される。
【００４６】
　本実施形態のシステム１において、携帯電話１８から外部サーバ１７に送信される操作
信号の中に時刻情報が含まれるときに、その操作信号を受信した外部サーバ１７は、親機
９に対して操作対象となる端末機器が、操作信号に含まれる時刻情報の時刻に動作が完了
するように制御信号を送信する。この機能によって、ユーザが入力した時刻（帰宅時刻等
）において、所望の端末機器が動作を完了するので、ユーザにとって無駄な待ち時間等が
生じない利点がある。
【００４７】
　具体的には、例えば、ユーザが携帯電話１８を用いて寝室の照明器具２を点灯させる操
作内容を入力すると共に帰宅時間（例えば、２０：００）を入力すると、外部サーバ１７
は、受信した操作信号に基づいて、親機９に対して寝室の照明器具２が点灯する制御信号
を送信し、親機９を介して寝室の照明器具２を点灯させる。その後、外部サーバ１７は、
内蔵しているタイマーによって帰宅時間（２０：００）が到来したことを検知すると、親
機９に対して寝室の照明器具２を消灯させる制御信号を送信し、寝室の照明器具２を消灯
させる。
【００４８】
　上記制御によって、寝室の照明器具２は、ユーザが留守の間は点灯し、ユーザが帰宅し
たときに消灯するので在宅を装って防犯に役立つ効果がある上に、ユーザが帰宅した後に
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寝室の照明器具２を消灯することを失念しても、照明器具２が無駄に点灯を続けることが
無いので省エネになる。
【００４９】
　また、同様に防犯の目的で、玄関の照明器具（防犯灯）７をユーザが留守の間はより明
るく点灯し、ユーザの帰宅時には通常の明るさに戻すように制御させることが可能である
。
【００５０】
　さらに、例えば全自動洗濯機にこの機能を用いる場合には、ユーザの留守の間に次のよ
うに動作させることができる。
【００５１】
　例えば、図８に示された全自動洗濯機２３による洗濯所要時間が１時間である場合、ユ
ーザは、携帯電話１８を用いて外部サーバ１７にアクセスし、当該所要時間（１時間）を
予め外部サーバ１７に記憶させておく。その後、ユーザは、携帯電話１８を用いて全自動
洗濯機２３を動作させる操作内容を入力すると共に帰宅時間（例えば、２０：００）を入
力すると、外部サーバ１７は、帰宅時間から１時間（洗濯所要時間）前の時刻（１９：０
０）が到来すると、親機９に対して全自動洗濯機２３の動作が開始するように制御信号を
送信し、全自動洗濯機２３は洗濯を開始する。従って、１時間後に洗濯が完了した時点で
ユーザが帰宅したときには洗濯が完了しており、ユーザは直に、洗濯された衣類を取出し
て乾燥作業等の次の作業に取りかかることができる。同様に、帰宅時間に合わせて冷蔵庫
２４内の食品が解凍された状態にする制御を行うことができる。
【００５２】
　なお、本発明は、上記実施形態の構成に限られることなく、種々の変形が可能である。
例えば、親機は、ホームネットワークシステムにおいて用いられる集中スイッチ装置にマ
イクロコンピュータを搭載したものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る遠隔制御システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】同システムにおける照明器具の概略構成を示すブロック図。
【図３】同システムにおける外部サーバから親機に対して送信される制御信号の構成を示
す図。
【図４】同システムにおける親機の概略構成を示すブロック図。
【図５】第２の実施形態に係る遠隔制御システムであって、親機が端末機器からの識別情
報を受信することによって携帯電話の現在位置を識別する場合の概略構成を示すブロック
図。
【図６】同システムにおいて、親機が電波送受信装置からの識別情報を受信することによ
って携帯電話の現在位置を識別する場合の概略構成を示すブロック図。
【図７】同システムにおいて、親機が携帯電話からの識別情報を受信することによって携
帯電話の現在位置を識別する場合の概略構成を示すブロック図。
【図８】第３の実施形態に係る遠隔制御システムの概略構成を示すブロック図。
【図９】従来の遠隔制御システムの概略構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００５４】
１　遠隔制御システム
２、３、４、５、６、７、８　端末機器
９　親機
１６　インターネット
１７　外部サーバ
１８　携帯電話
１９　制御信号
２３、２４　端末機器
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